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リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応ス対応

品番 品番 
ANG27990ANG27990
 ＡＧオーブス  ハッピーバースデーストライプス&バースト ハッピーバースデーストライプス&バースト
■サイズ■サイズ／／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 
ANG28334ANG28334
 ＡＧオーブス  ダンシングラインズバースデー ダンシングラインズバースデー
■サイズ■サイズ／／38cm×40cm  ■ロット38cm×40cm  ■ロット／／1枚単位  ■容量1枚単位  ■容量／／35リットル35リットル

品番 品番 
ANG28374ANG28374
 ＡＧダイヤモンズ   
ジオメトリックジオメトリック
バースデーダイヤモンドバースデーダイヤモンド
■サイズ■サイズ／／38cm×43cm 38cm×43cm 
■ロット■ロット／／1枚単位 1枚単位 
■容量■容量／／30リットル30リットル

品番 品番 
ANG28428ANG28428
 ＡＧキューブズ   
バースデーバースデー
バルーンズキューブバルーンズキューブ
■サイズ■サイズ／／38cm×38cm 38cm×38cm 
■ロット■ロット／／1枚単位 1枚単位 
■容量■容量／／41リットル41リットル

品番 品番 ANG30807ANG30807
 AG L-SHP  ＨＢＤスマイリーフェイシーズインパーティハッツ ＨＢＤスマイリーフェイシーズインパーティハッツ
■サイズ／91ｃｍ×68ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／48リットル ■サイズ／91ｃｍ×68ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／48リットル 

品番 品番 ANG30811ANG30811
 AG L-SHP  HBDベア HBDベア
ホールディングギフツホールディングギフツ
■サイズ／53ｃｍ×86ｃｍ ■サイズ／53ｃｍ×86ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／33リットル ■容量／33リットル 

品番 品番 ANG30809ANG30809
 AG L-SHP  ＨＢＤベア ＨＢＤベア
ウィズバルーンズウィズバルーンズ
■サイズ／53ｃｍ×83ｃｍ ■サイズ／53ｃｍ×83ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／32リットル ■容量／32リットル 

品番 品番 ANG30820ANG30820
 AG L-SHP   
ハッピーバースデーハッピーバースデー
バイクバイク
■サイズ／66ｃｍ×78ｃｍ ■サイズ／66ｃｍ×78ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／40リットル ■容量／40リットル 

品番 品番 ANG30848ANG30848
 AG L-SHP  ＨＢＤブライトストライプ アンドシェブロン ＨＢＤブライトストライプ アンドシェブロン
■サイズ／63ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／61リットル ■サイズ／63ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／61リットル 

品番 品番 ANG30700ANG30700
 ＡＧアングルズ   ハッピーバースデーモッドジオ ハッピーバースデーモッドジオ 
■サイズ／43cm×53cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／43cm×53cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG30856ANG30856
 AG L-SHP   
ハッピーバースデーフラワーハッピーバースデーフラワー
■サイズ／53ｃｍ×73ｃｍ ■サイズ／53ｃｍ×73ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／47リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／47リットル 

品番 品番 ANG31227ANG31227
 AGマルチ  ハッピービーデー ハッピービーデー
■サイズ／142ｃｍ×91ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／109リットル ■サイズ／142ｃｍ×91ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／109リットル 

品番 品番 ANG24480ANG24480
 AG L-SHP  バースデー バースデー
フィーバーホーンフィーバーホーン
■サイズ／102cm×89cm■サイズ／102cm×89cm
■ロット／5枚単位  ■ロット／5枚単位  
■容量／49リットル■容量／49リットル

品番 品番 ANG26798ANG26798
 AG L-SHP   
ウィッシュウィッシュ
ビッグバースデービッグバースデー
■サイズ／66cm×86cm ■サイズ／66cm×86cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／39リットル ■容量／39リットル 

品番 品番 ANG26797ANG26797
 AG L-SHP   
ハッピーバースデーハッピーバースデー
ユニコーンユニコーン
■サイズ／48cm×53cm ■サイズ／48cm×53cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／25リットル ■容量／25リットル 

品番 品番 ANG26799ANG26799
 AG L-SHP  ハッピーシャークバースデー ハッピーシャークバースデー
■サイズ／99cm×45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル ■サイズ／99cm×45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル 

品番 品番 
ANG17102ANG17102
 AG L-SHP   
バースデーバースデー
プリンセスプリンセス
クラウンクラウン
■サイズ／64cm×86cm■サイズ／64cm×86cm
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／31リットル■容量／31リットル

品番 品番 ANG119993ANG119993
 AG L-SHP   プリズマティック アタイムトゥ パーティーマープリズマティック アタイムトゥ パーティーマーキーキー
■サイズ／79cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■容量／53リットル■サイズ／79cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■容量／53リットル

品番 品番 ANG24472ANG24472
 AG L-SHP  ハッピーバースデーマーキー ハッピーバースデーマーキー
■サイズ／69cm×41cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／69cm×41cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

表

裏

品番 品番 ANG28802ANG28802
 AG L-SHP  ハッピービッグバースデー ハッピービッグバースデー
■サイズ／78cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／78cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

品番 品番 ANG28805ANG28805
 AG L-SHP  ハッピーバースデービューティフルバタフライ ハッピーバースデービューティフルバタフライ
■サイズ／63cm×63cm ■ロット／5枚単位 ■容量／41リットル■サイズ／63cm×63cm ■ロット／5枚単位 ■容量／41リットル

品番 品番 ANG28683ANG28683
 AG L-SHP  バースデーセレブレーション バースデーセレブレーション
■サイズ／63cm×55cm ■ロット／5枚単位 ■容量／60リットル■サイズ／63cm×55cm ■ロット／5枚単位 ■容量／60リットル

品番 品番 ANG29004ANG29004
 AG3D  チョークボード バースデーアロー チョークボード バースデーアロー
■サイズ／91cm×53cm ■ロット／5枚単位 ■容量／49リットル■サイズ／91cm×53cm ■ロット／5枚単位 ■容量／49リットル

品番 品番 
ANG29002ANG29002
 AG L-SHP   
チョークボードチョークボード
フレームバースデーフレームバースデー
■サイズ／63cm×78cm■サイズ／63cm×78cm
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／45リットル■容量／45リットル

品番 品番 ANG10054ANG10054
 AG L-SHP  インサイダー インサイダー
ハッピーバースデースター ハッピーバースデースター 
■サイズ／86cm×94cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／86cm×94cm ■ロット／1枚単位 
容量／36リットル容量／36リットル

品番 品番 
ANG65168ANG65168
 AG クラスター 
サプライズパッケージコネクトサプライズパッケージコネクト
■サイズ／66cm×86cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／66cm×86cm ■ロット／5枚単位 
■容量／42リットル■容量／42リットル

品番 品番 
ANG12569ANG12569
 AG L-SHP  ガーデンバースデー ガーデンバースデー
■サイズ／79cm×104cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／79cm×104cm ■ロット／5枚単位 
■容量／74リットル■容量／74リットル

品番 品番 ANG118210ANG118210
 AG クラスター   
ロックスターバースデーコネクトロックスターバースデーコネクト
■サイズ／81cm×89cm  ■ロット／5枚単位 ■サイズ／81cm×89cm  ■ロット／5枚単位 
■容量／37リットル■容量／37リットル

品番 品番 
ANG30675ANG30675
 ＡＧオーブス   HBDクリアコンフェティ HBDクリアコンフェティ 
■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG30823ANG30823
 AG L-SHP  ハッピーバースデータイプ  ハッピーバースデータイプ 
■サイズ／80cm×37cm     ■ロット／5枚単位 ■容量／  40リットル■サイズ／80cm×37cm     ■ロット／5枚単位 ■容量／  40リットル


